
世界イチ“指先の美しい国”ニッポン！



限りなくクリアで繊細。

光の反射によってさまざまな表情を魅せる、造形美。

硝子ほど美しく、ひかりの魔術のあるものはない。

さまざまな硝子が創り上げる想像を超えた新たなトレンドを指先で表現。

不思議な奥行きのあるビー玉。

幾何学的な文様を彫り込む江戸切子や

自然に溶け込む色合いを取り入れた琉球ガラスは、日本が誇る硝子工芸。

柔らかく透き通る翡翠のシノワカラーや、砂漠に包まれた街に映えるピンクは、

エキゾチックで神秘的。

指先に“硝子”をまとうと、

硝子以外の質感では叶えられない、品格と個性が輝きだし、

光の反射によって、新たな美しさを放ち始める。

テーマは

『 硝 子 』 を 表 現 す る ４ つ の ス タ イ ル

＜春＞

モロッコキャンディ
ビビッドでクリアな質感。

パステル調のソフトマットな質感。
風と共に砂漠の砂が舞うモロッコを彷彿させる
色合いが女性の指をエキゾチックに演出。

シノワ  ミルキージェイド
乳白色で柔らかいグリーンは

壮大な自然の中から生まれた奇跡。
オパールガラスや翡翠の上質感が
真の品格を指先に生み出す。

＜夏＞

切子ブルー
日本が誇る江戸切子のような
鮮やかでクリアなブルー。

光の反射によってクリア感が増し、
涼し気で繊細な印象に。

琉球パステル
メタル調×パステル系の融合。
太陽、海、緑をイメージさせる

色とりどりのカラーとメタルの組み合わせで
トレンド感がプラス。
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JNAでは年2回、最新のネイルトレンドを発信しています。

JNAメンバーに各界で活躍する有識者を迎えて構成されたJNAトレンドプロジェクトチームが、

世界的なファッションの潮流を捉え、最新のネイルトレンドのテーマを設定。

JNAトレンドデザイナーたちがテーマに基づいてトレンド作品を創造しています。

そのテーマと作品を、協会イベントでのステージショー、プレスリリース、

協会会報誌、ホームページやSNSなどのメディアを通じて社会にアピールするとともに、

東京発のネイルを、世界へ広くアピールしていきます。

「東京から世界へ」
～ JNAがネイルトレンドを発信 ～

NPO法人日本ネイリスト協会（JNA）トレンドプロジェクト

作品制作：TREND DESIGNER Team Japan 2019

【 外部有識者 】

【 プロジェクトメンバー 】

水野 義夫
Yoshio Mizuno

金子 実由喜
Miyuki Kaneko

北村 智恵
Tomoe Kitamura

松浦 正広
Masahiro Matsuura

伊藤 朋子
Tomoko Ito

池谷 真理子
Mariko Ikegaya

【 プロジェクト長 】

Mihori Kinoshita
木下 美穂里

（クリエイティブディレクター）

◆ 内　容：「TOKYO NAILS COLLECTION 2019 S/S」　

　　　　　 2019年春夏のネイルトレンドをファッショナブルに発表いたします。

◆ 日　時：2018年11月11日（日）16：45～17：30
◆ 会　場：東京ビッグサイト 東5ホール（メインステージ）
◆ プロデュース：JNAトレンドプロジェクト

11月11日（日） 東京ネイルエキスポ 特設ネイルステージ

「東京ネイルエキスポ2018」にてトレンドステージを開催！　

Goro Yamada
山田五郎

（ 美術評論家／コラムニスト ）

SAKURA

（ モデル／

ビューティジャーナリスト ）

Aya Aso
麻生 綾

（ ビューティ・ディレクター

／美容編集者 ）

Chisa Murakami
村上千砂

（ マーケティング・プランナー

／エディター ）

Saori kanno
菅野沙織

（ 日本輸入化粧品協会 [CIAJ] 理事長、

　 レブロン株式会社代表取締役社長）



TREND DESIGNER TEAM のミッションは、JNAトレンドプロジェクトにて年2回

設定されるテーマに基づいて、チームにて新たなデザイン環境・傾向を創造し、

作品として具現化することです。

JNA認定講師、約3,000名の総選挙にて選出された協会を代表するトレンドデザイナーチームです。

Chieko Nakayama
なかやま ちえこ

今年度も選んでいただきあ
りがとうございます。とて
も嬉しいです。日本のネイ
ルアートが世界のトレンド
になるようまた一年頑張ら
せていただきます。

Chie Iwai
岩井 智栄

皆様に最新のトレンド作
品がお届け出来るように、
トレンドデザイナーの先生
方に刺激を頂きながら、6
期目となる今回も頑張って
いきたいと思います。

Takako Izutsu
井筒 貴子

日本が誇る繊細な技術と
クリエイティブなデザイン
を世界に向けて発信し、日
本中のネイリストの皆さん
と共にネイル業界をさらに
盛り上げていきたいです!!

Mie Kunimatsu
国松 美恵

たくさんの方にネイルの魅
力を感じていただけるよう
なデザインを発信していき
たいです。どこかに日本ら
しさを感じる作品作りを
心がけていきます。

黒崎 えり子
Eriko Kurosaki

このトレンドデザインの発
信を通じてネイルの持つ
無限大の魅力を日本中に、
世界中に届けていきたい
です！　皆様のご期待に応
えられるよう頑張ります!!

冨田 絹代
Kinuyo Tomita

このような機会を与えて頂
き光栄です。ネイリストの
皆様にワクワクして頂ける
ようなネイルを私自身も楽
しみながらデザイン出来た
らいいなと思っております。

Takako Izutsu
井筒 貴子

Mie Kunimatsu
国松 美恵

今年もトレンドデザイナー
として、皆さんと協力して素
敵なデザインを発信してい
きます。日本中に、そして世
界にネイルの素晴らしさを
お届けしたいと思います。

Sanae Nojir i
野尻 早苗

Yurika Kujiraoka
鯨岡 百合香

トレンドカラーとともに、
日本だけでなく海外に向け
てもこのネイルトレンドを
発信出来るように日本の
ネイリストのクオリティを
披露できたらと思います。

Yumi Idei
出井 由美

トレンドのテーマやカラー
からアートを創造し、さら
にサロンワークに落とし込
めるデザインをお届けでき
るよう努めていきたいと
思っております。 

Hidemine Arito
有東 秀峰

長年のサロンワークと世界のコンテ
ストに多数参加した経験から、日本
のトレンドデザイナーとして、ハイ
ブリッドでハイスペックなスキルで
エレガントかつ上質なアートを発信
し、指先を演出できればと思います。

Team Japan 2019


